⎇ޣⓥㇱޤ

ࠩᾖࠍ↪ߒߚ㋕㍑᧚ᢱ㕙⓸ൻᛛⴚߩ㐿⊒

ᄢᵤ⋥ผ
㧔ർᎿᬺᄢቇᯏེಽᨆࡦ࠲㧕

ጊᩮ⟤㓶
㧔ർᎿᬺᄢቇᛛⴚㇱ㧕

㧝㧚ߪߓߦ
 ㋕㍑᧚ᢱߩ⓸ൻಣℂߪޔ㕙ߦ⓸ൻ㋕ጀࠍᒻᚑߔࠆߎߣߢ⠴⏴⠻ᕈࠍ⪺ߒߊะ᧪ࠆߎߣ߆ࠄޔ㊄ဳ
߿ᯏ᪾ㇱຠ╬㐳ኼൻߩߚߩ㕙ಣℂߣߒߡᐢߊ↪ߐࠇߡࠆ⓸ޕൻಣℂᴺߣߒߡߪࠕ࠾ࡕࡦࠕޔ㔓
࿐᳇ਛߢടᾲߔࠆ⓸ࠬࠟޟൻࡠࠣ߿ޠ㔚ࠍ↪ߒߚ⓸ࡑ࠭ࡊޟൻ߇ߤߥޠߍࠄࠇࠆ߇ߩࠄࠇߎޔ
ಣℂᣇᴺߪޔኻ⽎‛ߩ㕙ࠍဋ৻ߦಣℂߒߡߒ߹߁ߚ․ޔቯㇱߩߺࠍㆬᛯ⊛ߦಣℂ᧪ߥޕ
 ㄭᐕ⚛⓸ޔ㔓࿐᳇ਅߢ㊄ዻ᧚ᢱ㕙ߦ㓸శߒߚࠩࠍᾖߔࠆߣߩߘޔᾖㇱߦ⓸ൻ‛⊹⤑߇ᒻ
ᚑߐࠇࠆߎߣ߇ߐࠇߚ1)ࠍ⽎ߩߎޕ↪ߔࠆߣޔ㕙ߩࠆ․ቯㇱߩߺߦ⎬⾰⊹⤑ࠍޔㆬᛯ⊛ߦ
ߔࠆߎߣ߇น⢻ߣߥࠆ⎇ᧄߢߎߘޕⓥߢߪޔᾖᤨߦ⊒↢ߔࠆࠩ⺃ࡊ࠭ࡑߩಽశ⸘᷹ߣᾖ
ㇱߩ㕙ಽᨆࠍല₸⊛ߦ߅ߎߥ߁ߎߣߢࠩޔᾖߦࠃࠆ㕙⓸ൻߩࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍࠄ߆ߦߔࠆ
ߣߣ߽ߦ߽ᦨࠍࠬࡠࡊߩߎޔ㔛ⷐ߇㜞㋕㍑᧚ᢱߦㆡ↪ߔࠆᚻᴺࠍ⏕┙ߔࠆߎߣߢᧄޔᛛⴚࠍ⥄േゞ↥
ᬺಽ㊁↢ޔಽ㊁ࠡ࡞ࡀࠛޔⅣႺಽ㊁ߥߤ᭽ߥޘಽ㊁߳ߣᔕ↪น⢻ߥᣂ㕙ಣℂᛛⴚ߳ߣ⊒ዷߐߖ
ࠆߎߣࠍ⋡ᜰߔޕ
㧞㧚⎇ⓥ⚻ㆊ
 ᧄ⎇ⓥ⺖㗴ߩᦨ⚳⊛⋡ᮡߪ⚛⓸ޔ㔓࿐᳇ਛࠩᾖߦࠃߞߡޔ㋕㍑᧚ᢱ㕙ࠍㆬᛯ⊛ߦ⓸ൻߔࠆᛛ
ⴚࠍ⏕┙ߔࠆߎߣߢࠆޕᤓᐕᐲ㧔ᐔᚑ 22 ᐕᐲ㧕ߪ⓸ࠩޔൻⵝ⟎ࠍᣂⷙߦ⚵ߺ┙ߡࡦ࠲࠴ޔၮ᧚
ߩ㕙ಣℂࠍ⹜ߺࠆߎߣߢ⓸ࠩޔൻߦ㑐ߔࠆၮ␆࠺࠲㓸ࠍ߅ߎߥ⚛⓸ޔ㔓࿐᳇ਅߦ߅ߡㆡ
ಾߥᵄ㐳߅ࠃ߮ജߢࠩᾖߔࠆߎߣߢߩߘޔ㕙ߦ⤑ෘᢙච࠽ࡁࡔ࠻࡞ߩ⭯⓸ൻ‛ጀࠍᒻᚑ
᧪ࠆߎߣࠍࠄ߆ߦߒߚ2)ᧄޕᐕᐲ㧔ᐔᚑ 23 ᐕᐲ㧕ߪࠬࠟ⚛⓸ޔ㔓࿐᳇ߦᢙ㧑⒟ᐲߩ᳓⚛ࠟࠬࠍᷙߐ
ߖߩߘޔㆶరലᨐߦࠃߞߡ࠴࠲ࡦၮ᧚㕙ߦᒻᚑߒߡࠆਇേᘒ⊹⤑ߩᔕᕈࠍ㜞ࠆߎߣߢ⤑ޔෘ߇ᄢ
߈⓸ൻ‛⊹⤑ࠍᒻᚑߔࠆߎߣࠍ⹜ߺߚޕ
 ౕ⊛ߦታᣉߒߚታ㛎ߪએਅߩㅢࠅߢࠆޕ
ᨼήȬȳǺ
Nd:YAG ȬȸǶȸ
Ԙ ࠩ⓸ൻⵝ⟎㧔࿑㧝㧕ߦޔ㏜㕙⎇⏴ߒߚ⚐࠴࠲
ȓȥȸȝȸȈ
ᲢӳჽᒍᲣ
ࡦ(10 mm×10 mm× t 1 mm)ࠍኽߒޔ6.0×10í1 Pa ߹
ߢᷫߒߚᓟ⚛⓸ߪߚ߹⚛⓸ޔ㧗᳓⚛ᷙวࠟࠬࠍ 10
ήȕǡǤȐ
Ўή֥
kPa㨪15 kPaዉߒߚޕ㏜㕙⎇⏴ߒߚJIS৻⒳࠴࠲ࡦ
ࠍߎߩⵝ⟎ߦኽߒޔ㜞⚐ᐲ⓸⚛ࠟࠬࠍ 13.3 Paዉ
ߒߚᓟޔᵄ㐳 532nm ߹ߚߪ 1064 nmޔജ 7 mJ߹
Ti
ߚߪ 20 mJߩߢ࠭ࡦޔ㓸శߒߚᓟࡦ࠲࠴ޔ㕙ߦ
ᾖߒߚޕ
ןщᚘ
ԙ ᵄ㐳 532 nm ߩ Q ࠬࠗ࠶࠴ Nd:YAG ࠩశࠍޔ
ȪȸǯȐȫȖ
ࠛࡀ࡞ࠡ25 mJࠩޔᵄᢙ 1 Hzࠩޔ
N2
࡚ࠪ࠶࠻ᢙ 50 ࿁ߩ᧦ઙߢᾖߒߚޕ
Ԛ ᾖㇱߩൻቇ⁁ᘒ߅ࠃ߮࠺ࡊࠬࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ࠍ
࿑㧝. ࠩ⓸ൻⵝ⟎ߩᔨ࿑
㨄✢శ㔚ሶಽశᴺ㧔XPS㧕ߢ⹏ଔߒߚޕ
㧟㧚⎇ⓥᚑᨐ
 ࿑ 2 ߪNd:TAGࠩⵝ⟎߆ࠄޔᵄ㐳 532 nmࠡ࡞ࡀࠛޔ25 mJޔᾖᵄᢙ 1 Hzߩ᧦ઙߢࡦ࠲࠴ޔ
ၮ᧚ߦ 50 ࡚ࠪ࠶࠻ࠩᾖߒߚㇱ߆ࠄᓧࠄࠇߚTi 2p XPS ࠬࡍࠢ࠻࡞ߢࠆޕᾖ㔓࿐᳇ߪ(ޔa)
⓸⚛ࠟࠬ߅ࠃ߮(b)ߪ⓸⚛㧗᳓⚛(3%)ᷙวࠟࠬߢࠅࠬࠟߩࠄࠇߎޔߪߣ߽ߦ 10 kPaߢߞߚߩࠄࠇߎޕ
ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍࠞࡉࡈࠖ࠶࠹ࠖࡦࠣߦࠃࠅ⸃ᨆߔࠆߣޔ455.0eV ߅ࠃ߮ 460.8eVߩTiNޔ457.2eV ߅ࠃ߮
462.8eV ߩTiOxNyޔ458.6eV ߅ࠃ߮ 464.3eV ߩTiO2ߦߘࠇߙࠇಽ㔌᧪ޔᒻᚑߒߚ⊹⤑ߪ㉄ޔൻ‛⚛⓸ޔ
㉄ൻ‛߅ࠃ߮⓸ൻ‛߆ࠄᚑࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆ࡞࠻ࠢࡍࠬޔߚ߹ޕᒻ⁁߇⇣ߥࠆߎߣ߆ࠄޔᾖ㔓࿐᳇߇⊹ޔ
⤑㕙ߩ᭴ᚑᚑಽߦᓇ㗀ߔࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆ⸃ࠣࡦࠖ࠹࠶ࠖࡈࠢࡇޕᨆߦࠃߞߡᓧࠄࠇߚ᭴ᚑᚑಽߩቯ㊂
⚿ᨐࠍޔ࿑ 3 ߦ␜ߔߚ↪ࠍߺߩࠬࠟ⚛⓸ޕ႐วߣᲧセߒߡ⚛⓸ޔ㧗᳓⚛ᷙวࠟࠬߩ႐วߪޔTiOxNy߇ᷫ
- 179 -

Atomic Consentration(%)

Binding energy (eV)

   

࿑ 3. ࡇࠢࡈࠖ࠶࠹ࠖࡦࠣ⸃ᨆߦࠃߞߡᓧࠄࠇߚ
 ⊹⤑㕙ߦ߅ߌࠆฦ⁁ᘒߩ᭴ᚑᲧ

࿑ 2. ࠩᾖ㕙ߩ 6KR:25 ࠬࡍࠢ࠻࡞
C ⓸⚛ࠟࠬ D ⓸⚛㧗᳓⚛  ᷙวࠟࠬ

ዋߒޔTiO2߇Ⴧടߔࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޔߪࠇߎޕ᳓⚛ࠟࠬߩ
ㆶరലᨐߦࠃࠅޔTiOxNy߇Ti߳ߣㆶరߐࠇߩߘޔᓟࡦࡖ࠴ޔ
ࡃਛߩᱷ⇐ࠟࠬߩO2ߣᔕߒߚߚ⚿ޔᨐ⊛ߦޔTiO2߇
Ⴧടߒߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߦࠃࠆࠄࠇߎޔ᭴ᚑᚑಽ࿑ 3 ߪ(߇ޔb)ߩࠬࡍࠢ࠻࡞ಽ㔌⚿
ᨐߪ(a)ߣห᭽ߦߥߞߚ߇ޔTiOxNyߦኻᔕߔࠆࡇࠢ߇ᷫዋ
ߒTiO2ߩࡇࠢ߇Ⴧᄢߒߡࠆޔߪࠇߎޕ᳓⚛ߦࠃࠆㆶర
ലᨐߦࠃࠅTiOxNy߇TiߦߥࠅߩߘޔTi߇࠴ࡖࡦࡃౝߩ㉄⚛
ߣᔕߒߡTiO2ߦߥߞߚߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
࿑ 3 ߪޔXPS ߦߡ᷹ቯߒߡޔ࿑㧝ߩ⹜ᢱߩ࠺ࡊࠬࡊࡠࡈࠔ
ࠗ࡞ߢࠆߩߺߩࠬࠟ⚛⓸ ޕ႐วߣ⚛⓸ޔ㧗᳓⚛(3%)ᷙว
ࠟࠬࠍᲧセߔࠆߣ⤑⊹ޔਛߩ⓸⚛ಽᏓߦᄢ߈ߥ㆑ߪߥ߆
ߞߚޕ᳓⚛ߩᷙวᲧࠍ 8%⒟ᐲ߹ߢߒߡ߽ߩߎޔะߪ
หߓߢߞߚޔߜࠊߥߔޕ㔓࿐᳇ਛ߳ߩ᳓⚛ࠟࠬߩᷙߪޔ
ᭂ㕙ߦ߅ߌࠆ⓸㉄ൻ‛ጀࠍᷫዋߐߖࠆലᨐߪࠆ߇⊹ޔ
⤑ਛߩ⓸⚛ಽᏓߦߪᓇ㗀ߒߥߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ⤑ޕෘ߇ᄢ
߈⓸ൻ‛ጀࠍ⓸ࠩޔൻᴺߦߡߔࠆߚߦߪޔ
᳓⚛એᄖߩࠟࠬᷙ߿ࠩᾖ᧦ઙߩ⛉ㄟߺߥߤߩᬌ
⸛߇ᔅⷐߢࠆޕ

࿑㧠ࠩᾖ㕙ߩ࠺ࡊࠬࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ C
⓸⚛ࠟࠬ ޔD ⓸⚛㧗᳓⚛  ᷙวࠟࠬ

㧠㧚߹
 ߣ 

 ᐕᐲߩ⎇ⓥᚑᨐߦࠃࠅߦࠬࠟ⚛⓸ޔኻߒߡᢙ%⒟ᐲߩ᳓⚛ࠟࠬࠍᷙวߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᒻᚑ⊹⤑㕙
ߩൻቇ⁁ᘒࠍࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߢ߈ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚߩߎޔߒ߆ߒޕലᨐߪᦨ㕙ㄭறߩߺߢࠅ⤑⊹ޔਛߩ
㒢ᐲಽᏓ߿⊹⤑ෘߐߦߪᓇ㗀ߒߥߎߣ߇ࠄ߆ߣߥߞߚޕ
 ᰴᐕᐲએ㒠ߪߩࠄࠇߎޔ⍮ࠍၮ␆࠺࠲ߣߒߡޔၮ᧚ࠍ㋕㍑᧚ᢱ߳ߣᄌ߃ޔታ㛎⎇ⓥࠍ⛮⛯ߔࠆ੍ቯ
ߢࠆޕ

1) N. Ohtsu, K. Kodama, K. Kitagawa, K. Wagatsuma; Applied Surface Science 256(2010) 4522-4526
2) N. Ohtsu, M. Yamane, K. Kodama, K. Wagatsuma; Applied Surface Science 257 (2010) 691-695

- 180 -

【研究部】

NaH-LiNH2 系水素貯蔵材料の反応機構に関する研究

関西大学・化学生命工学部・竹下 博之

関西大学大学院・理工学研究科・山本 亮子

１．はじめに
水素貯蔵材料の高性能化を実現するための重要な課題の一つとして、水素貯蔵・放出速度の改善が挙げ
られる。その一つの方策として、流体化（融解）により、水素貯蔵材料の構成原子またはイオンの流動性
を高めることが考えられ、実際にアミド系水素貯蔵材料ではその効果は顕著である。アミドの中では
NaNH2 が特に低融点であることもあり、LiNH2-NaNH2 擬二元系に低融点の組成が存在することが分かっ
てきた。水素貯蔵材料としては、アミドを LiH などのアルカリ水素化物と混合する必要があるが、
NaH-LiNH2 系では、部分的に Li と Na が置換され、(LiH-NaH)－(LiNH2-NaNH2)のようになり、反応速
度改善は認められるものの、系が複雑であるためその反応機構は不明である。よって、本課題では
NaH-LiNH2 系水素貯蔵材料の反応機構の解明を目的として検討を行った。
２．研究経過
検討は以下の二系統の混合物について実施した。以下、それぞれについて述べる。
一つは NaH-LiNH2 混合物系で、ボールミルで作製した NaH+LiNH2 混合物（モル比で NaH：LiNH2
＝1：1）において、XRD 測定により LiNH2 に類似しているが格子定数がより大きく、より等方的な構造
を有すると思われるアミド相（以後 LiNH2 類似相と記述する）が出現することが分かっている。そこで、
この系では、この LiNH2 類似相の正体を明らかにすることを目指して検討を行った。まず、この LiNH2
類似相が LiNH2 の Li の一部を Na で置換した Li1-xNax(NH2)のようなものであると仮定した。既知相では
x=0.25 に相当する Li3Na(NH2)4 が LiNH2 と同一の空間群であり、Li の Na への置換が規則的に行われて
いるものであるが、その格子定数は LiNH2 類似相よりもはるかに大きいので、少なくとも 0<x<0.25 であ
ると考えた。これらの予備検討に基づき、0≦x≦0.25 の範囲での置換固溶の可能性を探るため、電子状態
計算を行い置換固溶に関する安定性を調べるとともに、NaH と LiNH2 の混合比を変えて得られた LiNH2
類似相の格子定数を確認した。
もう一つは LiNH2-NaNH2 混合物系である。LiNH2-NaNH2 擬二元系については、中間相として上述の
Li3Na(NH2)4 と、他に LiNa2(NH2)3 が知られており、Li3Na(NH2)4 については Li と Na の多少の置換固溶
範囲があることが報告されているが、温度－組成状態図がどのようになるかについてはよくわかっていな
い。そこで、本系について、種々の混合比で LiNH2 と NaNH2 を混合し、DSC、XRD、FT-IR、Raman
分光等の手法により、相転移の状況を各組成・各温度で調べることにより、LiNH2-NaNH2 擬二元系状態
図の概略図の作成を試みた。
３．研究成果

電子状態計算の結果により、LiNH2 の Li を Na で部分置換する場合は、正方晶の格子定数の比 c0/a0
が大きくなる方がより安定であり、かつ c0/a0 が大きくなる場合であっても、部分置換したものが安定に存
在するには配置のエントロピー等のエントロピー項の寄与が必要であることが示唆された。この結果に基
づき、LiNH2 類似相を含む試料を長期保存して構成相の経時変化を調べたところ、時間とともに LiNH2
類似相が減って Li3Na(NH2)4 相が出現したことから、LiNH2 類似相はメカニカルグラインディングによっ
て生じた準安定相であると判断した。次に Na 置換量に関しては、LiNH2 類似相の格子定数の比 c0/a0 の測
定値が電子状態計算により示された傾向と異なることから、機械的粉砕による結晶子サイズの低下や歪導
入の効果のため回折ピークがブロードになったため正方晶の格子定数決定に必要なピーク分離が不十分で
あったと判断し、格子体積 V0 で評価することにした。その結果、NaH の添加量の増加により LiNH2 類
似相の格子体積は単調に増加したものの、その程度はさほど大きくなく、置換量としては数％程度と考え
られた。なお同様の結果が LiNH2-NaNH2 擬二元系についても得られた。アミド基の分析結果より、LiNH2
類似相独自の振動モードは検出されず、LiNH2 と Li3Na(NH2)4 に帰属するモードのみが認められた。以上
のことから、LiNH2 類似相はメカニカルグラインディングによって生じた、Na を過飽和に含む LiNH2 の
連続固溶体であり、経時変化により過飽和に固溶した Na を吐き出す形で Li3Na(NH2)4 を形成すると判断
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した。
LiNH2-NaNH2 擬二元系については、種々の混
合比で検討を行い、現段階で右図に示すような概
略図が得られた。LiNH2－Li3Na(NH2)4－L は包晶
型、Li3Na(NH2)4 －LiNa2(NH2)3 －L は共晶型、
LiNa2(NH2)3 －LiNa2(NH2)3 －L も共晶型の相転
移を示すと考えられるが、20－25mol%NaNH2 お
よび 70mol%NaNH2 以上の組成では検討が不十
分な面があり、更なる検討が必要と思われる。特
に前者では冷却時に L+LiNH2→Li3Na(NH2)4 の
包晶反応が十分に進んでいないと考えられ、今後
検討が必要である。融解温度については、NaNH2
の添加により、概ね 25~100mol%NaNH2 の範囲
では 500K で完全に融解すると考えられ、反応速
度の改善に期待が持てる結果が得られた。
４．ま と め
今回の一連の検討を通じて、LiNH2 類似相について概ね明らかになり、また不十分ではあるものの
LiNH2-NaNH2 擬二元系状態図の概略図が得られた。NaH-LiNH2 系水素貯蔵材料の反応機構の解明という
目 標 に 対 し て は、 ま だ 不明 な 点 が多 々 残っ て い るが 、 特 にメ カ ニカ ル グ ライ ン デ ィン グ によ って
NaH-LiNH2 混合物を調製した場合には、Na と Li の交換により、初期の段階では(NaH-LiH)－(Na で部
分置換した LiNH2)混合物、経時変化により(NaH-LiH)－(LiNH2-Li3Na(NH2)4)混合物となるものと推定さ
れ、脱水素化に関して複雑な反応を示す可能性がある。従って NaH-LiNH2 混合物の本来の脱水素化－水
素化特性の把握については、部分置換を引き起こさない程度に穏やかに両者を混合するため、混合条件の
最適化が必要であると考えられる。一方、LiNH2-NaNH2 擬二元系では、500K 以下という低温で融解する
組成範囲が 25~100mol%NaNH2 とかなり広い範囲で存在するため、今後、この組成範囲のアミド混合物
の脱水素化・再水素化特性を検討する価値があるものと考えられる。
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